
管理職としてGIGAスクール構想をどう推進するか

１ はじめに（自己紹介・背景にあるもの）

４ 管理職として何をすべきか

２ 高校のGIGAスクールについて

３ 情報１について

本日の内容



〇 情報科～平成15年度から始まった共通教科（10番目）

37歳以下の方は履修しています

〇 平成12～14年度現職教員（理科、数学、家庭、工業、商業等）向け

15日の免許講習

〇 平成15年度から情報A、情報B、情報C

（選択必履修科目・２単位）

〇 平成25年度から情報の科学、社会と情報

（選択必履修科目・２単位）

３ これまでの情報科について



〇 令和４年度入学生から情報Ⅰ（必履修科目・２単位）、情報Ⅱ（選択履修科目・２単位）

〇 「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力・人間性等」の三観点

３ 情報Ⅰ・Ⅱについて

情報Ⅰ コメント

(1)情報社会の問題解決 中学までの学びの振り返りとこれからの学びのイントロ的

(2)コミュニケーションと情報デザイン 制作・実行・評価・改善を重視

(3)コンピュータとプログラミング プログラミング言語の指定はなし

(4)情報通信ネットワークとデータ活用 統計的な内容を含む、数学との連携がカギ

情報Ⅱ コメント

(1)情報社会の進展と情報技術 情報１を振り返り、これからの学びにつなげる

(2)コミュニケーションとコンテンツ 協働して複数のメディアを制作・実行・評価・改善を重視

(3)情報とデータサイエンス 多様かつ大量のデータを活用

(4)情報システムとプログラミング 協働して情報システムを開発

(5)情報と情報技術を活用した問題発見・解決の探究 総まとめの探究学習





３ 大学入学共通テスト「情報Ⅰ」

現在の高校２年生が浪人し

た場合は、「情報の科学」

「社会と情報」に対応する

経過措置を講じた仮称「旧

情報」を受験する。



３ 大学入学共通テスト「情報Ⅰ」サンプル問題



３ 大学入学共通テスト「情報Ⅰ」サンプル問題



３ 大学入学共通テスト「情報Ⅰ」サンプル問題



第14回全国高等学校情報教育研究会全国大会(大阪大会)
大学入学共通テスト「情報」試作問題・サンプル問題と教科書から考察する「情報Ⅰ」
工学院大学附属中学校・高等学校 中野由章先生 の発表資料より
(1)(2)(3)(4)は「情報Ⅰ」の4つの領域に対応



３ センター試験用手順記述標準言語(DNCL)

代入文

『←』の左辺に変数を，右辺に代入する値を書きます。

例: kosu ← 3

算術演算

加減乗除の四則演算は，『+』，『−』，『×』，『/』を用
いる

条件分岐

もしx＜3ならば
x ←x+1 
y ←y-1

を実行する



３ 国大協の対応



過去５年 情報科教員の採用者数（令和２年度末現在）

３ 情報科教員の採用



情報の先生 第１世代 １５日の講習で免許を取得
文部科学省の試験で免許を取得

情報の先生 第２世代 情報科の教員として採用
情報科の授業は受けたことがない

情報の先生 第３世代 情報科の教員として採用
情報科の授業を受けたことがある

情報の先生 第４世代 情報科の教員として採用
情報の共通テストを受けた

勝手に定義してみました



情報の先生は、ほとんど１校に１人

？？？ ？

授業づくりを１人で悩んでいることが多い

先
生

先
生

先
生

先
生



教材

学習指導案

教科書 副教材

学習指導要領

授業を伝える参照モデル

学習指導案

教科書 副教材

教材

実践事例 実践事例

授業 授業見学

発表

共有

共有

具体的

抽象的







2022/06/03 情報社会の問題解決、どうやってる？
2022/05/27 授業デザインって具体的にどんなこと？
2022/05/20 情報デザインで何をやる？
2022/05/13 さあ！初夏だ！出番だ！この夏、事例を発表する勇者になろう！
2022/05/06 GWの報告会〜結局仕事だった、鉄分補給したなど〜
2022/05/03 仮説〜情報教育に関わる人は大概、鉄道マニアである
2022/04/29 学校のユニバーサルデザインを考えよう！
2022/04/22 GIGAスクール、情報1、いきなり苦労しています！
2022/04/15 新年度スタート、ワクワクしてきたことを共有しよう！
2022/04/08 どの端末、どのOS、どのクラウドという議論を終わらせよう！
2022/04/01 人事異動速報〜そして情報1、高校GIGA開幕〜
2022/03/25「ギガタンガキタ」（高校にもGIGA端が来た！）
2022/03/18 教員は子どもたちにSNS利用のお手本を見せよう！
2022/03/11 教育DXって、結局どんなことなんだろう？
2022/03/04 互いの活躍をほめたたえ合う会2021/2022
2022/02/25 GIGAスクール、1人の100歩から100人の1歩へ
2022/02/18 学校全体でGIGA端末を活用させるコツ
2022/02/11 GIGA端末の保護者負担、どう説明するか
2022/02/04 まずは、我々がポートフォリオを作ってみよう！
2022/01/28 ポートフォリオで自己紹介しよう！
2022/01/21 高校情報1、2、今何を準備する？
2022/01/14 高校GIGA、今何を準備する？
2022/01/07 今年は○○頑張ります宣言
2021/12/31 今年頑張ったことを画面共有で自慢しよう！
2021/12/24 情報科実践事例報告会を盛り上げよう！
2021/12/17 実践事例報告会を盛り上げるアイデアください！
2021/12/10 高校GIGA端末で何をする？

2021/12/03 新学習指導要領と高校GIGAスクール、同時スタート、どん
2021/11/26 オンライン模擬授業ってどうやるの？
2021/11/19 オンデマンド発表のノウハウを共有しよう！
2021/11/12 実践事例報告会、力になってください！
2021/11/05 そのノウハウ、発表する価値ありますよ！
2021/10/29 その取組、発表しませんか？
2021/10/22 高校のGIGAどうするのよ？
2021/10/15 オンラインイベント主催のノウハウを共有しよう！
2021/10/08 良い授業の準備には実践事例動画の共有が有効である
2021/10/01 情報Ⅰスタートまであと半年、実践事例をどう共有する？
2021/09/24 オンラインの学びを普通のことにしよう！
2021/09/17 オンライン授業をデザインしよう！
2021/09/10 オンライン授業、うまくいってること、困っていること
2021/09/03 オンライン授業どうやってる？
2021/08/27 Z〇〇M〇〇会で文化祭をやってみよう！
2021/08/20 学校の先生はYouTubeチャンネルを開設しよう！
2021/08/13 臨時休校の時だけでなく、いつでも授業動画を作ろう！
2021/08/06 夏だ！出番だ！いろいろとリハーサル
2021/07/30 続・本当にリアルに会ってなんぼなのか？
2021/07/23 本当に『リアルに会ってなんぼ』なのか？
2021/07/16 続・画面共有大会～授業やセミナーで使ったスライドをダ
2021/07/09 画面共有大会～最近のスライド資料をダイジェストで紹介
2021/07/02 今年は七夕に何を願う？
2021/06/25 今年の下半期はこれを頑張ります！
2021/06/18 上半期、頑張ったこと
2021/06/11 高校GIGAスクール、一人一台で何をする？
2021/06/04 全高情研まであと2ヶ月、情報科実践事例報告会まであと
2021/05/28 試しに２万円のChromebook買ってみた！



〇 文科省 ～情報科教員１校１名の配置指針を示す

〇 自治体 ～情報科教員を計画的に採用

〇 大学 ～情報科を大学入試に導入

情報科の教員養成コースの設置、拡大

〇 企業 ～教材・学習環境の提供、学校への支援

〇 高校 ～情報科を核としたカリキュラムマネジメント

〇 情報科教員～学校や自治体の枠を超えて実践事例を共有

３ 情報科に関する課題の解決策



学校と家庭でシームレスな学習活動

単元名 学習活動例 Webアプリの例

情報社会の問題解決 付箋を使って情報モラルの
キャッチコピーを作ろう Google Jamboard

コミュニケーションと情報デザイン 校内のピクトグラムを作ろう Google 図形描画

コンピュータとプログラミング 便利ツールを作ってみよう Google Colaboratory

情報通信ネットワークとデータ活用 わが町の未来を予想しよう Google スプレッドシート

単元全体 ポートフォリオにまとめよう Google サイト

情報科の課題をクラウドアプリで



工房

印刷環境
３Dプリンター

工房

発表環境

スタジオ

動画編集環境

GIGA
端末 ロボット電子工作

GIGA端末の併用でPC教室の役割が変わる
新機能PC室（仮称：名称募集）

PC教室
端末



生徒の自宅学校

先
生

生
徒

教員の
ポートフォリオ

教材

指導案

事例

生
徒

教員の自宅

先
生

ポートフォリオの作成は
Googleサイトがおすすめ



教員が作る教材ポートフォリオイメージ
情報Ⅰ

問題解決

ワークシート

スライド

指導と評価の計画

授業動画

学習指導案

実践事例

情報デザイン

ワークシート

スライド

指導と評価の計画

授業動画

学習指導案

実践事例

プログラミング

ワークシート

スライド

指導と評価の計画

授業動画

学習指導案

実践事例

データ活用

ワークシート

スライド

指導と評価の計画

授業動画

学習指導案

実践事例

プロフィール



教員の
ポートフォリオ

教材等をポートフォリオにして共有

教材

指導案

実践事例

教員の
ポートフォリオ

教材

指導案

実践事例

教員の
ポートフォリオ

教材

指導案

実践事例

教員の
ポートフォリオ

教材

指導案

実践事例
共有

先
生

先
生

先
生

先
生



まずは教員が授業動画や教材を
Googleサイトにまとめるのがおすすめ

神奈川県立横浜翠嵐高等学校
三井栄慶先生もGoogleサイトに
授業動画をまとめています



まずは教員が授業動画や教材を
Googleサイトにまとめるのがおすすめ

神奈川県立横浜国際高等学校
鎌田高徳先生もGoogleサイトに
授業動画をまとめています



３ GIGAスクールと情報１

〇家庭と学校シームレス、青天井な課題、新機能PC室
～個別最適な学び
〇情報科教員の教材のポートフォリオを作ろう
～事例の共有にも
〇どの教科でも生徒がポートフォリオを作成
～総合型選抜でも活用
〇ポートフォリオは生涯にわたって学び続ける基盤
～出会い、チャンス、生きがい



管理職としてGIGAスクール構想をどう推進するか

１ はじめに（自己紹介・背景にあるもの）

４ 管理職として何をすべきか

２ 高校のGIGAスクールについて

３ 情報１について

本日の内容



育みたい生徒像
Society5.0で未来を切り開くリーダとなる人材

様々な困難に対応できる
思考力・判断力・表現力を育成

各教科・科目及び総合的な探究の時間で
問題発見・解決力を育成

そのためには、
レポート作成、ポスター発表、ポートフォリオの作
成などの学習活動を充実させる



生徒進路情報管理
大学入試等のオンライン面接指導

ホームページ管理、学校紹介動画作成

生徒情報の管理

授業のユニバーサルデザイン化
支援機器としてのICT活用

校内ICT機器の管理
校務用サーバ管理

生徒会活動におけるICT活用 成績処理支援システム
入学者選抜業務支援システム

教育の情報化を推進するための組織づくり
教務開発グループ

生活支援グループ

インクルーシブ教育推進グループ

活動支援グループ

管理運営グループ

連携総務グループ

進路支援グループ

どのグループにも
位置付いていない

新たな教育の情報化に
関する業務

生徒用アカウント作成
クラウド管理・研修
Chromebook研修
グループウェア研修
オンライン授業の企画

などの
GIGAスクール対応

教育の情報化
推進PT



〇 オープン・ドア・ポリシー

〇 毎日更新・校長通信

〇 ファーストペンギンになる

〇 授業観察＆作戦会議

４ 管理職として何をすべきか



オープン・ドア・ポリシー

空気も情報も
通りやすい
校長室をめざす



毎日更新・校長通信



「授業動画をつくろう！」をYouTubeで公開

令和２年４月公開
令和４年８月９日

全国高等学校情報教育研究会のページで公開

校長がファーストペンギンになる！

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
まずは、校長が授業動画のお手本を見せようと、在宅勤務しながら動画を１本とりました。



〇 授業観察は教員との信頼関係を築く最大のチャンスと捉える

〇 全教科で取り組める授業改善のテーマを設定する

〇 授業観察中に記録するもの（時間、空間、生徒のつぶやき、写真、動線等）

〇 授業の振り返りは作戦会議

〇 よい授業のノウハウを校内で共有

〇 ICT活用は授業改善の手段

授業観察の工夫



神奈川県立総合教育センター
高等学校初任者のための授業づくりガイド

授業改善の方向性が整理されています



教育の情報化に関する手引（追補版）（令和２年６月）
GIGAスクール構想に対応

一人一台端末を活用した学習活動例が示されている





〇 授業時間確保の工夫
〇 授業のユニバーサルデザイン・生徒一人ひとりを大切にする取組
〇 学習の見通しと振り返りを意識させる工夫
〇 生徒の関心・意欲を高める工夫
〇 知識・技能を定着させる工夫
〇 協働的な学びの工夫
〇 生徒の発表機会を増やす工夫
〇 個別最適な学びにつながる工夫
〇 探究的な学びにつながる工夫
〇 教員の働き方改革につながる工夫



スマホでも可能な学習活動 PCがないと困難な学習活動

創
造
的
で
あ
る

〇簡単な動画を作成する
〇簡単な作文をする

【一人一台端末の活用のターゲット】
〇実験レポートを作成する
〇発表用ポスターを作成する
〇スライド資料を作成する
〇アンケート結果からグラフを作成する
〇デジタルポートフォリオを作成する
〇発表論文を書く
〇動画コンテンツを作成する
〇プログラミング演習を行う

創
造
的
で
は
な
い

〇アンケートフォームで回答する
〇短時間の動画を視聴する
〇情報検索する（文献、単語、地図等）
〇実験の記録として写真を撮る
〇スピーチや演技等を動画で撮る
〇課題を受け取る

〇CBT（コンピュータテスト）を行う
〇オンライン授業を受ける
〇オンライン英会話を行う
〇授業動画を長時間視聴する

一人一台端末の活用のターゲットはPCがないと困難な創造的な学習活動



校長主催のICTショールームを計画

あるオンラインセミナーのワークショップで作成



校長主催のICTショールーム

春休み初日と辞令交付後に開店



コロナ関連予算で整備

プロジェクタ、書画カメラ、収納庫を全教室に整備



校長主催のICTショールーム

ショールームの店長は校長



校長主催のICTショールーム

Googleスライドで共同作業を体験



書画カメラを全教室に導入（コロナ予算）

職員会議後の10分で校内研修



校長主催の校内研修会

オンライン面接を指導する力を身に付ける



オンライン面接（Zoom）講習会

教員が生徒にオンライン面接を指導



必要な情報を
必要な時に

ワンペーパーマニュアル

ICT支援員が
いないので、、、



〇 高校の情報活用能力の育成＝情報科×GIGA

〇 GIGA推進＝授業改善＋デジタルポートフォリオ

〇 新管理職＝旧管理職＋ファーストペンギン

１ まとめ



ご清聴ありがとうございました。
アンケートのご協力お願いします。
Facebookのリクエスト歓迎です。

神奈川県立希望ケ丘高等学校
校長 柴田 功

本日のアンケートは
こちらQRコードにあります。
配布資料も
ダウンロードできます
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